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2012年１月にスイス・ジュネーブで

開催されたTSAG（Telecommunication

Standardization Advisory Group）

において，新しく３つの時限研究組

織（FG: Focus Group）の設立が合

意されました．ここでは，これらのFG

の設立経緯とNTTとして重点的に対

応を予定している災害対応のFGにつ

いての方向性，および主なTSAGで

の結論を紹介します．

ITU-T TSAGの概要

ITU-TのTSAG会合は，勧告作成
を目的とした研究グループ（SG: Study
Group）の活動とは異なり，標準化
活動の作業計画と作業方法を議論す
る場です．TSAG会合には主にNTT研
究企画部門 今中が参加しており，次
会期の標準化検討体制や，複数のSG
にまたがる標準化課題の検討方法，新
しい検討課題を集中的に検討するFG
の設置などを議論しています．
2012年１月のTSAG会合では，表

に示すように，新たな検討課題として
「災害対応」「M2M（Machine to
Machine：マシン間通信）のサービ
スレイヤ」「標準技術の途上国への展

開」を検討するFGの設立が承認され
ました．また，2011年末に活動を終
了したスマートグリッド関連のFG
（FG Smart）と，クラウドコンピュー
ティングに関するFG（FG Cloud）の
成果の勧告化に向けた検討体制として
JCA（Joint Coordination Activity）
の設置などが議論されました．

災害対応FGの設立

■設立の背景

2011年３月11日の東日本大震災を
受け，2011年10月のCTO Group会
議（ITU-Tのメンバ企業のCTOクラ
スが１年に１度集まり，ITU-Tで検討
すべき課題などを議論する場）に日本
から災害時の安否確認，緊急時の通
信手段の確保，災害時に役立つICT
システムに関する国際標準化検討の重
要性を示しました（1）．東日本大震災で
の被害や，その後の原子力発電所の事
故への対応方法など，日本の通信事業
者の経験が世界各国に役立てられると
期待されており，TSAG会合でITU-T
局長の提案を受け日本の総務省がリー
ドしてFGの設立を合意しました．ま
た，地震だけでなく台風による通信網

への被害対応なども，タイをはじめ世
界中の洪水災害対応に役立てられると
期待されています．
新しいFGは，ICTを活用した災害

時の救援（Disaster Relief），通信網
の堅牢性（Network Resiliency），通
信網のリカバリ（Network Recovery）
を対象にしており，FG DR&NRR
（Disaster Relief Systems, Network
Resilience and Recovery）という
名称となりました．
■FG DR&NRRの目的

本FGの扱う範囲は非常に広範にわ
たっています．その一部を図にまとめ
ました．すべてに共通する電力確保の
課題として，電源やネットワークイン
フラ設備の多ルート化などの信頼性向
上策から，災害後の電源確保や発電
機の給油ルート確保などが考えられま
す．次に，ネットワーク復元の課題と
して，多ルート化などの信頼性向上策
だけでなく，災害時の緊急通信の確
保，臨時電話の設置，被災した携帯
電話基地局の代替方法などが挙げられ
ます．そして，アプリケーションである
災害救援の課題として，災害を事前に
察知する災害検知，災害時の緊急通
報，デジタルサイネージなどを使った
避難経路の誘導，Webや伝言ダイヤ
ルを利用した安否確認などが考えられ
ます．また，被災者の避難生活による
精神的な負担を緩和するための健康相
談なども課題として考えられます．FG
ではこれらすべてのことを網羅できると
は限りませんが，非常に広範なスコー
プを扱うことになります．
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表　2012年1月のTSAG会合での主な結論（JCA，FG）
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本FGでは，災害の分類，災害時の
ユースケースの整理，災害対応のため
の要求条件の整理，標準化に関する
ギャップ分析と必要な標準化項目の特
定を目指します．
■FG DR&NRRの活動予定

本FGの設立に日本が深く関与して
いること，NTTの社会貢献としての使
命感もあり，FG議長をNTTアクセス
サービスシステム研究所荒木が担当し
ます．
第１回のFGは，2012年６月末にジュ
ネーブで開催され，その後，3～4カ月
に１回の割合で会合開催を予定してお
り，可能な限りインドネシア，タイ，ト
ルコ，チリなど近年大規模な災害を経
験した国での開催を計画しています．

その他FGの概要

（1） FG M2M
表に示すように，中国からの提案に

よりM2MのFG設立も合意されました．
当初，M2MはすでにITU-T内で検討
されている「モノ」のネットワーク（IoT:
Internet of Things）との違いが不明
確，欧州電気通信標準化機構（ETSI:
European Telecommunications Stan-
dards Institute）が世界の地域標準

化団体に呼びかけて設立を目指してい
るoneM2Mという仕様検討組織の動
きから，設立が危ぶまれていました．
しかし最終的には，ITUと世界保健機
構（WHO）との強固なつながりを考
慮し，M2Mの１つのアプリケーション
であるe-Healthを含むヘルスケアを最
初のターゲットとして検討することで
合意されました．
FG議長は，中国のCATR（China

Academy of Telecommunications
Reserch）が務めており，第１回会合が
2012年４月中旬に開催されています．
４月末にはWHOとITUのe-Health
に関する合同ワークショップが開催さ
れており，e-Healthに関する標準化の
必要性が議論されています．
（2） FG Innovation
ICTによるイノベーションの成功事

例の分析から，将来の研究課題につな
がるような標準化ギャップを検討する
ことを目的に，ドイツの提案により本
FGの設置が合意されました．議長は，
ドイツの NSN（ Nokia Siemens
Networks）が務めており，主に途上
国での標準化技術の普及方法を検討
する場です．
（3） JCA-SG&HN
スマートグリッドに関する標準化検

討としてFG Smartで2010年から活動
していました．201 1年12月にFG
Smartが終結したことに伴い，FG成
果文書を基にした勧告作成のためにSG
間およびITU外の団体との調整を行う
JCA-SG&HN（Smart Grid and Home
Network）が設立されました．これ
は，もともと存在していたJCA-HNに
スマートグリッドの検討を含めること
になりました．
（4） JCA-Cloud
クラウドコンピューティングに関する

標準化検討を行ってきたFG Cloudが
2011年12月に終結し，成果文書を基に
した勧告作成のためにSG間や他SDO
（Standards Development Organi-
zation）との調整を行うJCA-Cloud
の設立が合意されました．また，将来
網を扱うSG13に新たにクラウドコン
ピューティングに関するワーキングパー
ティ（複数の課題からなるSG内の検
討組織）の設置が決定しました．

今後の動向

I T U - Tに新たに設置されたFG
DR&NRRは，災害に強いICTを構築
するうえで必要な標準を検討するだけ
でなく，NTTを含む日本企業が直面
した大規模災害の経験を基に，社会貢
献という観点で，効果的な災害対応方
法を世界各国に広めることも考えてい
く必要があります．NTTは，東日本大
震災だけでなく，阪神・淡路大震災，
大規模な台風被害，雲仙普賢岳の火
山活動による災害など，さまざまな災
害に対応してきました．この経験を世
界各国にフィードバックすることで，東
日本大震災以降，世界からいただいた
さまざまな支援へのささやかな恩返し
につながると信じています．

■参考文献
（1） http://www.itu.int/en/ITU-T/tsbdir/cto/

Documents/111025/Communique-final.pdf
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